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施設からの取組報告

もえっこクラブ通信

CONNECTクッキング

利用者様と職員の心をつなぐ
パートナーシップ制度

うちの施設のNO.1 はこれ！

CONNECTフィットネス

・もえっこクラブ丸・もえっこクラブ丸

・芋と白菜のカレー煮・芋と白菜のカレー煮

・第85回 グループホーム もえ～る・第85回 グループホーム もえ～る

・やさしい、ひざ裏のばし体操・やさしい、ひざ裏のばし体操

・ハイブリットリハビリスタジオ モエスタα篠路・ハイブリットリハビリスタジオ モエスタα篠路

　写真：グループホーム 萌 えにわ
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施設からの
取組報告 11月

フルールハピネス 
みなと

9/19が敬老の日ということで、FHみなとでは9/16(金)に一足早い敬老
会が行われました。当日は皆さんホールに集まり、卒寿は扇子、米寿は
ストール、喜寿はめでたい鶴亀の絵柄が入ったタオルを、日頃の感謝と
長寿の願いを込めてプレゼント！更には色とりどりの生菓子も用意され、
召し上がりつつ会話を楽しみ敬老会を満喫していました。

みなとの敬老会

グランジェMOE
篠路 

9月16日に各フロアにて敬老会を行いました。今年は古希、傘寿、米寿
が1名ずつ、卒寿は3名の利用者様が賀寿を迎えられました。賀寿の
方には羽織と帽子を着用していただき、記念撮影を行いました。他の
利用者様にも施設長から一人一人に感謝状が贈られました。皆さま
おめでとうございます。

しのろの敬老会

グループホーム
萌 

季節は秋を迎えました。活動するには暑すぎず寒すぎずと丁度良い
日々の中、利用者様はレクレーションを通して体力の維持・向上を目指
しています。そして何より大切なのは楽しみながら行うということです。
利用者様同士和気あいあい・笑顔での交流が長く続くよう、これからも
新作をまじえて色々なレクレーションを提供し続けます。

9月のレクレーション 

フルールハピネス
るもい

今回は、敬老会で賀寿の方5名いらっしゃいました。それぞれお祝いの
品が贈呈されました。皆様、笑顔で受け取っておりましたが、感激され涙
ぐまれる利用者様もおりました。これからもお元気でお過ごし下さいね。

るもいの敬老会

グループホーム
エルムの里

施設の農園も実りの秋を迎えています。
春に種から植えた枝豆が大きく育ち収穫しました。皆さまと力を合わせ
て枝から実をとりました。あっという間に大きな4つも収穫出来ました。
塩ゆでにしておやつに頂きました。

エルムの収穫祭

もえんち 
留萌

もえんち留萌では、秋の壁画を作成しました。秋の味覚、ぶどうを制
作！！折り紙をくるくる丸めて制作していると、「あら、美味しそうなぶど
う・・・」と完成した作品を観て、喜ばれていました。

秋の壁画完成

デイサービスセンタ 
はーとふる

9月19日は敬老の日という事で、はーとふるで
敬老会を行いました。
昼食の特別メニューを見て皆さん喜ばれていました！
午後からはゲーム大会と賀寿対象者の方を
皆さんでお祝いさせて頂きました。

はーとふるの敬老会

9月は敬老の日。当施設でも賀寿の利用者様を中心に敬老の日をお祝いしました。賀寿の利用者様には衣装を着ていただき、写真撮影をしました。少し緊張しているような照れくさいような
面持ちでした。また弊社よりお祝いの品をお贈りしました。これからもお元気で、来年も一緒にお祝いしましょうね。（フルールハピネスしのろ）

MOEからのおしらせ MOEからのおしらせ

これからも
お元気で

敬老会を
満喫！

利用者様同士、
和気あいあい

皆さま
おめでとう
ございます

ご見学などのお問い合わせは  TEL 0138-41-0022  担当：吉田

ご見学などのお問い合わせは TEL 011-771-7888  担当：高橋 ご見学などのお問い合わせは TEL 0164-49-2588

ご見学などのお問い合わせは TEL 0164-49-2258  担当 鎌田

ご見学などのお問い合わせは TEL 0164-68-1818  担当 伊藤

ご見学などのお問い合わせは TEL 0164-49-2258  

ご見学などのお問い合わせは TEL 0164-49-5022  担当：齊藤

素敵な作品が
完成しました。

賀寿対象者の方を
皆さんでお祝い
させて頂きました 塩ゆでにして

おやつに
頂きました

すっかり気温も下がり肌寒い日々が続いていますが皆さん風邪をひかない様に過ごせていますか？デイサービスでは新しいレクリエーションを考え利用者様と楽しく過ごしています。リハビリで鍛えた腕の力を
活かしお手玉を投げて相手が受け止めるゲームやサッカーボールを足で蹴りピンを倒すゲームを行っています。日々のリハビリで鍛えた力を活かして毎日皆さん頑張っています。（フルールハピネスはこだて）
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毎週火曜日に、オセロサークル開催をしています。昼
食が終わると「早速、始めましょうか！」と利用者様同
士、誘い合い始まります。始まると「角は取りたいね」
「ここに置くと、また取られるよね」と頭脳戦を繰り広
げております。サークルとしての人数は、まだまだ少な
いのですが対戦中は、ふと、気付くとまわりに観客が
出来ているほどの白熱したゲームとなっております。
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栄養課 課長 
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鱈やカレイなどの淡泊な味の白身魚は、お鍋や煮つけなどマンネリ化が

悩みの種ではないですか？そんな時は、外はサクっと、中はふんわりな衣

揚げはいかがでしょうか？今回は衣揚げにした白身魚にさっぱりとした甘

酢あんを添えたお料理のご紹介です。甘酢のあんがふわっとした白身魚

の身と絡んで、とても美味しくいただけます。また、カラフルな野菜をあん

に加えることで、見た目にも華やかで食卓を彩る一品に…。

材料（2人分）

作り方

現在たきかわのもえっこは、1歳児4名、2才児1
名の合計5名の毎日笑い声の絶えない託児室
です。定員が5名という小人数だからこそ出来る
保育に努めています。
遊びを通しての総合的な指導からなる、3つの
柱を基礎として、5領域「健康・人間関係・環
境・言葉・表現」と10の姿「幼児期の終わりま
でに育ってほしい具体的な姿」の保育指針に
沿って保育計画を立てています。
子どもは何かに強く興味を持ち、同じことを繰
り返す時期があります。モンテッソーリ教育では
それを「敏感期」と呼んでいます。子どもが楽し
く、無理強いされず、持っている力を十分に引

き出し自ら成長できるよう、子どもの成長と発
達を知り、子どもに寄り添い、「自立と生
きる力」の手助けをしつつ、楽しい保育に務め
ています。「みんなが同じ達成感を！そして更な
る次のステップへ」
4名の1歳児、同じ学年でも小さければ小さい
ほど発達に大きな差が出ています。でもみんな
と同じ事をしたい！と思っています。どの子も
「やったー」と満足できるようにするために、工夫
が必要です。例えばシール貼り・・・・　1歳児用
に4パターンを作り、発達の段階を踏まえ発達
の技量に合わせて取り組みます。こうすること
で年度末にはみん
な同じことが出来
る様に発達して
いきます。パター
ンをご参考下
さい。

みんな仲良し！

美味
しいですよ!

その1

その2

その3

その4

その5

その6

白身魚の水分をキッチンペーパー等でふき取ります。

水で溶いたてんぷら粉に白身魚を入れて全体に衣をつけます。

2を１８０℃に熱した油で揚げていきます。

赤ピーマンとピーマンを耐熱容器にいれてラップをし、電子レンジで２０～３０秒加熱します。

だし酢と水を鍋にいれ、沸騰する手前でピーマンを加えて。水溶き片栗粉を混ぜ入れて火をとめます。

お皿にレタスを敷き、衣揚げを盛り付け、甘酢をかけて出来上がり！　

MOEからのおしらせ コロナ感染対策により行動制限をやむ得ずさせていただいている中で利用者様に楽しみ、ほっこり笑顔になっていただける機会を少しでも提供できるように今月の特別喫茶は「シフォンケーキ」を
召し上がっていただきました。「甘くてておいしいね～」「もっと食べたい！」などと利用者様から喜びの声をたくさん聞くことができました。（フルールハピネスおびひろ）

MOEからのおしらせ 畑ボランティアの方より、朝採れ新鮮な「枝豆」をたくさんいただいたので、その日のうちに試食会を行いました。利用者様にお手伝いいただき、さや取りを行った後、大きなお鍋で塩ゆでにしてご提供さ
せていただきました。「実入りが良くて立派な枝豆だね～」「塩加減も茹で加減も最高だよ!!」「おかわりはあるの？」と手が止まらず…。旬の味覚に大満足のご様子でした。（フルールハピネスたきかわ）

白熱の頭脳戦！

橋本　聡浩私が担当します！

白身魚は軽くお酒を振って少し置く

と、臭みが取れます。必ず衣をつける

前に水分をふき取りましょう。（水分

が残っていると、揚げている最中に

油が跳ねる事があります）　今回は

甘酢あんで中華風に仕上げました

が、タルタルソースやオーロラソー

スなどで洋風に仕上げても美味しく

いただけます。

毎週火曜日に、オセロサークル開催をしています。昼
食が終わると「早速、始めましょうか！」と利用者様同
士、誘い合い始まります。始まると「角は取りたいね」
「ここに置くと、また取られるよね」と頭脳戦を繰り広
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暑かった夏が終わり、だんだんと寒く
なってきましたね。これからは身体が
冷えやすく、浮腫みも気になる季節
となります。寒さにより外に出る機会
が減り、運動不足に悩まされる人も
多いのではないでしょうか。今回は、
「テレビを見ながら」や「ちょっとした
待ち時間」など、日常生活の中のス
キマ時間を有効活用し、毎日続けら
れるような体操をしていきます。この
体操を継続して、これから厳しくなっ
ていく寒さを乗り越えていきましょう！

運動の目的

これからの季節は特に
指先や足先など身体の
末端が冷えやすくなって
きます。末端の冷えは疲
れやすさや頭痛などに繋
がります。これからの季
節、冷えにより血液循環
が悪くなり、体調不良に
繋がる可能性がありま
す。末端を中心に全身を
温め、寒さに負けない身
体を作りましょう。

フルールハピネスしのろ
リハビリテーション課

高山 さん

フルールハピネスたきかわでは、利用
者様に毎月施設の中でもその時々の
季節を感じていただけるように、萌福
祉サービスのマスコットキャラクター
「コネット」を用いて飾りつけに力をい
れています。
たきかわの利用者様と職員からも愛さ

れる「コネットちゃん」が毎月かわいい
衣装が変わるたび利用者様の頬が
ゆるみ、きれいな飾りには、利用者様
同士の会話も季節ならではの思い出
話に花を咲かせたり、利用者様の楽
しみの一つになっています。

季節を感じていただける飾り付け

フルールハピネスたきかわ

毎日
続け
られ
る！

指の体操
冷え改善体操

肩の体操
冷え改善体操 ご挨拶

足首の体操
冷え改善体操

スキマ時間を用いて
毎日体操を継続する
事で冷えの改善を図
る事が出来ます。

MOEからのおしらせ 9月16日（金）に「敬老会」が行われました。16名の賀寿（喜寿・傘寿・米寿・卒寿・白寿・百寿）を迎えられた方々が表彰され、記念品も贈呈されました。今年は各フロア（２階～５階）ごとの開催となりました。それぞれの式は
厳かに執り行われ、表彰された方々も同じフロアの皆様に祝っていただき、大変うれしそうな和やかな表情で写真に写っていました。皆様のますますのご健康とご長寿をお祈りいたします。（フルールハピネスていね）

MOEからのおしらせ 今月は秋をテーマにしたサークルが大人気！ホールに飾る紅葉やとんぼを折り紙で切ったりモールを折り曲げて作ったり、お部屋用のカレンダーや塗り絵も秋のお花や昆虫、植物だったりと、FHみ
なとのサークルは秋真っ盛り！でも、見るのも作るのもいいけど、やっぱり食欲の秋だから美味しい物が食べたいね♪と楽しそうな皆さんでした。（フルールハピネスみなと）

腕を前に伸ばし、手をグー・
パーとメリハリをつけて動かす。
指先の冷えを改善できるだけ
ではなく、握力維持・向上にも
繋がります。

肩に手を置き、前方・
後方に肩を回す。
肩を動かすことで冷え
の改善だけではなく、
肩こりの解消や姿勢
改善にも繋がります。

運 動 の 流 れ

足を伸ばし、つま先を上下に動かす。
足首を動かすことで血流が良くなり、
冷えの改善やふくらはぎの浮腫み改
善が期待できます。左右共に行いま
しょう。

腕を前に伸ばし、

肩に手を置き、

足を伸ばし

前方・後方に肩を回す。

つま先を上下に動かす。

手をグー・パーに。

●足の指でも行うと冷え改善が期待できます。

●ふくらはぎの浮腫み改善が期待できます。

運 動 の 流 れ

運 動 の 流 れ

●肩こりの解消や姿勢改善にも

今月の表紙
今月の表紙写真はグループ

ホーム萌えにわで撮影いた

しました。グループホームと

は、認知症高齢者の方が少

人数（1ユニット9人）の家庭

的な環境のもと、スタッフの

サポートを受けながら共同

生活を営む居住施設です。

共同生活を通して残された

能力を最大限活かして、健

康で心豊かに入居された方

のこれまでの生活を尊重し

つつ、自立した日常生活を

送ることができるよう、スタッ

フが見守ります。

グループホーム 萌 えにわ
TEL 0123-39-3001
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冷えの改善やふくらはぎの浮腫み改
善が期待できます。左右共に行いま
しょう。

腕を前に伸ばし、

肩に手を置き、

足を伸ばし

前方・後方に肩を回す。

つま先を上下に動かす。

手をグー・パーに。

●足の指でも行うと冷え改善が期待できます。

●ふくらはぎの浮腫み改善が期待できます。

運 動 の 流 れ

運 動 の 流 れ

●肩こりの解消や姿勢改善にも

今月の表紙
今月の表紙写真はグループ

ホーム萌えにわで撮影いた

しました。グループホームと

は、認知症高齢者の方が少

人数（1ユニット9人）の家庭

的な環境のもと、スタッフの

サポートを受けながら共同

生活を営む居住施設です。

共同生活を通して残された

能力を最大限活かして、健

康で心豊かに入居された方

のこれまでの生活を尊重し

つつ、自立した日常生活を

送ることができるよう、スタッ

フが見守ります。

グループホーム 萌 えにわ
TEL 0123-39-3001

求人広告

MOE  時給バイキング 検索

働き方を自分で選べる
介護求人サイト。

子 育 て
中 で も
無 理 な く
や れ た ！
子育て中のお母さん

隙間時間を生かしたいシニアの方

スキルを生かしたいブランクのある方

給与をアップさせたい方

萌福祉サービスの介護職求人サイト

「時給バイキング」はそれぞれに

あった働き方が自分で選べます



M O E  G R O U P

MOEフリーマガジン October119

秋 晴 れ 。

 
住宅型有料老人ホームフルールハピネスおたる TEL.0134-21-6100

119

施設からの取組報告

もえっこクラブ通信

CONNECTクッキング

利用者様と職員の心をつなぐ
パートナーシップ制度

うちの施設のNO.1 はこれ！

CONNECTフィットネス

・もえっこクラブ丸・もえっこクラブ丸

・芋と白菜のカレー煮・芋と白菜のカレー煮

・第85回 グループホーム もえ～る・第85回 グループホーム もえ～る

・やさしい、ひざ裏のばし体操・やさしい、ひざ裏のばし体操

・ハイブリットリハビリスタジオ モエスタα篠路・ハイブリットリハビリスタジオ モエスタα篠路

　写真：グループホーム 萌 えにわ


